広報広聴常任委員会会議録
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令和元年 6 月 19 日（水曜日）10 時 00 分 ～ 11 時 06 分
議員控室
阿部委員長、金木副委員長、小寺委員、舟見委員、工藤委員、森 議長
船本議員
豊島事務局長、杉野係長

阿部委員長
皆さんおはようございます。
それでは、時間となりましたので、広報広聴常任委員会を開催します。
本日の議題は住民との意見交換会についてです。
それでは座って進行させていただきます。
１ 住民との意見交換会について
①意見交換会対象者
阿部委員長 10:00 ～ 10:02
住民との意見交換会についてですけれども、これは前回の常任委員会の方で、商店振
興会の方たちと意見交換会ができればいいのではないかといった話になりましたので、
そちらのほう具体的に中身の方を決めて行きたいと思います。
まず意見交換会の対象者ですが、今、言いましたように商店主、商店振興会、別で配
布しています商店振興会の名簿にもありますけれども、現在羽幌町には羽幌町中心市街
振興会、エルロード１８商店振興会、羽幌ターミナル通り振興会、大通商店会、ＣＩは
まなす振興会の５つの商店会があります。で、これについてはこれで進めてよろしいで
すよね。
（はい。の声）
まず、意見交換会開催に当たっての開催テーマを決めて行きたいと思います。いまま
での、これまで行ってきた意見交換会には開催テーマを付けてまして、最初、子育て世
代と行ったときは、
「羽幌町の子育て」みたいな感じで開催テーマを決めていました。そ
の後は、青年層であったり町外から転入されてきた方たち等の意見交換会のテーマが、
「これからの羽幌町について」ということで。一番最後にやった福祉系のボランティア
団体とやった時には「羽幌町の福祉について語り合いましょう」といったテーマで行っ
てます。
今回商店主、中心市街地であったり川北の方も入りますけれども、商売をされている
方たちですので、何かこう、いいようなテーマがあれば参加しやすくなるのかなと思い
ますので、ぜひ皆さんご意見を出していただければなと思います。
休憩をとって考えた方がいいでしょうか。ざっくばらんに話して。その方がいいでし
ょうかね。
一旦、暫時休憩します。
（休憩 10:03～10:09）
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－主な協議内容等（質疑）－ 10:09 ～ 10:10
阿部委員長

休憩前に引き続き会議を戻します。
開催テーマについてなんですけれども、大きなくくりでテーマを決めた
いということで、
「羽幌町の活性化について」といった開催テーマでよろ
しいでしょうか。
（はい。の声）それでは今回の意見交換会は、まずテー
マは「羽幌町の活性化について」ということで商店主の皆さんに呼びか
けたいなと思います。

②日時・場所
阿部委員長 10:10 ～ 10:10
次に日時、場所についてですが、前回の常任委員会の中で７月から８月に開催しては
という話になりましたけれども、スケジュール的なことを考えるとしたら７月の下旬か
ら８月、お盆もありますのでその辺考えながら決めていければなと思います。
－主な協議内容等（質疑）－ 10:11 ～ 10:30
工藤委員

８月お盆終ってからの方がどうなんでしょうね。
７月はお祭りがあって、
その後、
私のいるターミナル通りの方であれば、
焼肉パーティーやるし、
やっぱりお盆過ぎないと皆さん落ちついて集まらないんじゃないかな。
阿部委員長
いま、お盆終ってからの方が、商店街の方たちにも参加しやすいのでは
ないかといった声がありましたけれども、どうですかね。８月盆明けで
日程調整していくといった形でいければいいのかと。
ある程度、日にちも決めちゃいますか。その方が。
スケジュール的にお盆明けでいけば、２０日が議会広報の研修会が入っ
ているのと、管内の町村議員研修会が２７日、２０日と２７日がもう既
に予定が入ってますので、それ以外で決めれればなとは思います。
金木副委員長 あまりぎりぎりだと９月議会の。
阿部委員長
そうですね。
阿部委員長
町外から転入されてきた方たちとの意見交換会の時は、単身赴任の方も
いるので週末はできるだけ外してほしいというような話だったのですけ
ど、今回に関してはみんな羽幌町に皆さん住んでる、既に自宅もあるの
で、特に週末とかこだわる事も無く。
金木副委員長 特に根拠も無いですけど、２２日木曜日はどうでしょうか。
阿部委員長
８月２２日の木曜日ですね。もしそれで特に意見も無ければそちらの方
で進めて、８月２２日で。やるのは夜になると思うので。
金木副委員長 後は町の行事で会館が埋まってるとか、そういうのが無ければ。
小寺委員
今の第一候補２２日である程度決めてですね、その前後２１日、２３日
も含めて考えてもいいし、基本は２２日でいいと思います。
森 議長
全然決まってないんですけど、木曜日っていうのはロータリークラブの
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例会がある可能性があるんですよ。ただ、いま月３回ですし、夜間が月
２回ぐらいなんで、８月２２日のスケジュールは決まって無いと思うん
ですけど、あると何人かは、大通りとか関わっている人たちがメンバー
にいるのですよね。だから、根拠無いんであれば２３日とか第一候補に
して、２１日は広報の次の日だからちょっとあれだし。ライオンズはど
うなのかな。ライオンズの商店主もいると思うのですよね。で、例会が
月２回かな。
金木副委員長 私としては２３日がいいです。２１日はちょっと。
阿部委員長
じゃあ、２３日を基本として、各団体にも確認してみながら決めて行き
たいと思います。まずは８月２３日ということで仮決定してもよろしい
でしょうか。
森 議長
日にち押さえて、場所も押さえないと。それでだめで日にち変えたこと
もありましたよね。
阿部委員長
場所についても昨日ちょっと事務局の方と話をしたんですけれども、商
店関係ですので商工会の方もどうなんだろうかといった話も出ました。
ただ商工会に関しては、使用料がかかることもありますので、そうなっ
た場合は、今まで通り公民館の方でやるのか、あと、人数が正直何名来
るのかわからない部分もあるので、小ホールでいいのか会議室ですか、
小さい方がいいのかといった部分もありますので、日にちと場所を合わ
せて決めていければなと思います。
森 議長
休憩して聞いてもらえれば。
阿部委員長
暫時休憩します。
（休憩 10:18～10:28）
阿部委員長

休憩前に引き続き会議を開きます。
まず８月２３日で決めていきたいと思います。よろしいですか。
（はい。の声）
場所はですね、８月２３日は公民館の３階会議室が空いていますので、
そちらの方でやりたいと思います。時間についてですが、当然、夜にな
るかと思いますので、午後７時から午後８時３０分までの１時間３０分
で開催したいと思いますけど、それでよろしいですか。
（はい。の声）
集合時間ですけれども、開始３０分前の午後６時３０分集合でよろしい
ですか。
（はい。の声）
日時が８月２３日の午後７時から午後８時３０分、場所は中央公民館３
階会議室、
議員の集合時間が午後６時３０分ということに決まりました。

③周知方法
阿部委員長 10:30 ～ 10:31
次の③の周知方法についてですが、これをどのように周知していくかということを決
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めて行きたいなと思います。
ボランティア団体との意見交換会をやった時には、その代表者の方に開催案内とそれと
一緒に事前アンケートを配布しております。同じようなことでいけば、各産業団体青年
部との意見交換会のときには、農協、漁協、商工会各青年部の部長さん宛てに出してま
した。出した先が、農協青年部であったら農協、漁協青年部のときは漁協、商工会青年
部のときは商工会といった感じで出していました。
今回、商店振興会の５つの団体がありまして、その代表者さんの方にまずは開催案内を
出すような感じで、あとは皆さん個々に声かけをして頂ければいいのかなとも思います
が、それでよろしいですか。
（はい。の声）周知方法については、代表の方に案内を出す
ようにいたします。

④事前アンケート
阿部委員長 10:31 ～ 10:34
④の事前アンケートの方を決めていきたいのですけれども、開催日は８月２３日と決
まりましたので、毎回ですね大体その１ヶ月ぐらい前からアンケートを取るような形に
なっておりますので、これでいけば７月２３日から。ただ集計する関係もあるので、ち
ょっと早めに集めておきたいなと思っているのです。それで、もし何か案があれば、よ
ろしくお願いいたします。
ちょうど２０日が広報の研修会なので、その前の週がいいのかなと。ただアンケート
の送り先が議会事務局になると、土日は対応できないですよね。８月１６日締め切りか
と。
（良いのでは。の声）８月１６日締め切りですので、その１ヶ月前の７月１６日から
というような形でいいですか。
（はい。の声）
それでは、事前アンケートの実施期間は７月１６日から８月１６日まで、で事前アン
ケートのアンケート内容を決めていきたいなと思います。商店振興会ですので、そちら
の方でちょっと細かい部分、中心市街地の活性化であったり、当然、商売をしていく上
での気になること感じることでもいいでしょうし、もし何かこういったこと聞いてみた
らどうかというのがあれば。
暫時休憩します。
（休憩 10:34～10:57）
－主な協議内容等（質疑）－ 10:57 ～ 11:00
阿部委員長

休憩前に引き続き会議を開きます。
事前アンケートについてですが、アンケート内容をどのようにするかと
いうことで、開催テーマが「羽幌町の活性化」
、そして参加される方たち
が商工業者ということですので、まず一つ目に商工業の現状について聞
きたいと思います。現状について聞いた後二つ目に商工業の活性化のた
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め取り組んでいることや今後取り組みたいこと。これは団体、個人含め
て聞ければなと思っております。で、三つ目に行政、議会に期待するこ
と、そして四つ目にその他、これはその他ですので、どの分野でもＯＫ
ということで聞きたいと思いますけれども、
それでよろしいでしょうか。
（はい。の声）それでは事前アンケートの件はですね、準備を進めなが
ら７月１６日から８月１６日までの間に集めていきたいと思います。
事前アンケートも周知方法に絡んできますけれども、代表者の方に渡す
ような形でよろしいですかね。１団体、大体１０枚ぐらいで渡して足り
なくなったら事務局の方に連絡いただくか、議員さんの方にしてくださ
いということでよろしいですかね、そんなことで。
工藤委員
森 議長
工藤委員
阿部委員長

工藤委員
阿部委員長
森 議長
阿部委員長

たとえば、私のターミナル通りであると、商店やってるところはおそら
く２５、６件あると思うんですよ。だから、そのぐらいの数ほしいよね。
この人に配ってこの人に配らないとはならないよね。
たとえばＬロードであればね、１８件あるのであれば。
いままでっていうのは代表者に渡して、
足りなかったらコピーしてって、
そういった感じだったんですよね。一軒一軒議員が回ってというのでは
無いので。代表者に渡して足りなかったらコピーしてくださいと。それ
か、最初から代表者の方に２０数枚とか３０枚ぐらい渡した方が良いの
か。
かえってその方が、商店１件１件にこうやってやるから出てよって言え
るんじゃないかな。
じゃあ、多めに印刷するので。
要するに、２６なら２６枚渡して、全戸配布してもらうと強調した方が
いいと思うし。事前に確認すれば数は分かりますよね。
事前に代表者に聞けばわかるとは思うんですけれども、名簿は商工会か
らもらってきたものなんですけれども、正直、商工会もそこまで把握は
してないと言ってましたので、
各振興会の代表の方に問い合わせをして、
何枚必要か聞いて、事務局の方に。じゃあ、事前アンケートについては、
周知する時に代表者の方にですね、各商店振興会の会員さんのところに
配布できるようにお願いしたいと思います。

⑤事前アンケート
阿部委員長 11:00 ～ 11:00
次に⑤の司会、進行についてですけれども、ぜひやりたいという方いれば、どうでし
ょうか。何かご意見は。
－主な協議内容等（質疑）－ 11:00 ～ 11:01
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工藤委員
森 議長
阿部委員長

司会進行は難しいんだよね。
常任委員会化してやっているんだから、委員長に決まっているもんだと
思いますよね。今回は。
じゃあ司会の方は私がさせていただきますので、皆さん是非フォローの
方をよろしくお願いいたします。

⑥注意点
阿部委員長 11:01 ～ 11:03
次に⑥の注意点ですが、新人のお二人もいますので、意見交換会ですのでまずは意見
を出してもらう、聞くことに徹するような形で、こちらからぜったいこういうことはや
りますよと、そういったことは出来るだけ言わないようにしてもらいたいなということ
と、話しやすいような雰囲気づくりということに取り組んでいただければなと思ってい
ます。どうしても、こういった意見交換会ですと、普段は話す方であったとしても、話
せないということがありますので、
「○○さん、こういうのどうですか」みたいな感じで
聞いていただければなと思います。
あと、服装とかに関しては今までどおり、ある程度、ネクタイはしてこないような感
じでやってましたんで、こちらについても、また近くになりましたらお話するようにし
たいと思います。
ほか、これまで意見交換会やっていますけど、こういったところも気を付けた方がい
いのではないかなというのがあれば。特に無いですか。
（なし。の声）
特に無ければ注意点という部分で、多くの皆さんに意見を言ってもらえるような環境
づくりということで、よろしくお願いします。

２ その他
阿部委員長 11:03 ～ 11:03
その他ということですが、特に無ければこれで終りたいと思いますが。
－主な協議内容等（質疑）－ 11:03 ～ 11:06
小寺委員

前もそうだったんですけれども、もし意見交換会の話でずっといくんで
あれば、また次の少しづつアイディア出しだけでもしていかないと、ま
た一から始まるので、次いつとは決めていないのですけれども、今の状
況の中でアイディアだけでも出しておいた方がいいのかな。一回やって
みないと皆さん雰囲気がわからないので、前回もいろいろ出しましたけ
れども、それからちょっと経って、どうかっていうふうにしないと、ま
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阿部委員長

た、一から選別から始ったりするので。
意見交換会の対象者について、前回の常任委員会の中でも、たとえば子
育て世代とまたやってもいいのではないかだったり、前回は子育て世代
でも就学前の子どもを持つ方まででしたので、今度は小、中、高校生の
親御さんであったり、高齢者の方の老人クラブ、いちい大学、そういっ
たところとやってみたらどうかというのと、一回やったからそれで終わ
りというのでは無くて、実は昨日、ボランティア団体代表の方と街の中
であった時に、
「またぜひやってください。
」みたいなこともありました
ので、そういったところと再度やってもいいのかなとは思っています。
この場で次回どことやりましょうというのは、まだ決めるのもあれです
ので、また日を改めてそう言った部分も決めていければなと思います。
閉会中に何回か開けるかわからないですけれども、ある程度、前もって
決めて行った方がスムーズに行けるのかなと思いますので、次回の常任
委員会やるときにでも、もし準備ができれば話したいなと思っておりま
すのでよろしくお願いいたします。

阿部委員長

ほか何かございませんか。よろしいですか。
それでは、皆さんお疲れさまでした。以上をもちまして広報広聴常任委
員会を終了いたします。お疲れさまでした。
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